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 広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務
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海岸保全施設整備事業



 総括表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

18,480,000 ＋ 853,216 19,333,216

18,480,000

853,216

18,480,000 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 9,951,480

19,333,216 ＋ 9,951,480 29,284,696

29,284,696 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 4,504 15,765,304

29,284,696 ＋ 15,765,304 45,050,000

45,050,000 × 10.00% 4,505,000

45,050,000 ＋ 4,505,000 49,555,000

  業務価格

  消費税等相当額

業務委託料

      直接原価

        直接人件費

        直接経費

      その他原価

    業務原価

    一般管理費等

1



 積算内訳表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

19,333,216

19,333,216

19,333,216

18,480,000

305,400

1.00 305,400 305,400

式

17,311,600

1.00 5,406,000 5,406,000

式

1.00 7,867,600 7,867,600

式

1.00 4,038,000 4,038,000

式

504,600

1.00 504,600 504,600

式

307,200

12.00 25,600 307,200

回

51,200

2.00 25,600 51,200

回

直接原価

  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に
  関する試行検討業務

    広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化
    に関する試行検討業務

      直接人件費

        監理業務に関する試行計画の立案

          1 監理業務に関する試行計画の立案

        監理業務の試行

          2 事業の計画及び執行管理に関する補佐
            業務

          3 契約案件管理に関する補佐業務

          4 他機関等調整に関する補佐業務

        監理業務の実施体制の強化のための方策(
        案)の検討

          5 監理業務の実施体制の強化のための方
            策(案)の検討

        打合せ

          6 打合せ

        協議・報告

          7 協議・報告
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 積算内訳表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

853,216

181,216

1.00 181,216 181,216

式

72,000

1.00 72,000 72,000

式

600,000

1.00 600,000 600,000

式

      直接経費

        事務用品費

        業務用自動車賃料および運転費等

          10 業務用自動車賃料および運転費等

          8 事務用品費

        業務成果費

          9 業務成果品
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 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

番号：1   

名称：監理業務に関する試行計画の立案　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.00 51,200.00 102,400

人 5.00 40,600.00 203,000

305,400.00 305,400

番号：2   

名称：事業の計画及び執行管理に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.50 51,200.00 128,000

人 130.00 40,600.00 5,278,000

5,406,000.00 5,406,000

番号：3   

名称：契約案件管理に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.00 51,200.00 153,600

人 190.00 40,600.00 7,714,000

7,867,600.00 7,867,600

番号：4   

名称：他機関等調整に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 7.50 51,200.00 384,000

人 90.00 40,600.00 3,654,000

4,038,000.00 4,038,000

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

番号：5   

名称：監理業務の実施体制の強化のための方策(案)の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 57,400.00 57,400

人 3.00 51,200.00 153,600

人 4.00 40,600.00 162,400

人 4.00 32,800.00 131,200

504,600.00 504,600

番号：6   

名称：打合せ　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 51,200.00 25,600

25,600.00 25,600

番号：7   

名称：協議・報告　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 51,200.00 25,600

25,600.00 25,600

番号：8   

名称：事務用品費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 181,216.00 181,216

181,216.00 181,216

事務用品費

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）
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 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務     

番号：9   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 72,000.00 72,000

72,000.00 72,000

番号：10   

名称：業務用自動車賃料および運転費等　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 12.00 50,000.00 600,000

600,000.00 600,000

合　　計 作業能力：1.00式

ライトバン 1.5L

合　　計 作業能力：1.00式

業務成果品費
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